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｡'Tは、初期段階ではくブロードバンド〉を

もって具体化していく。
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＊｢図形｣をさらに強調して表現する

だが、このままでは、どこが大切なのかがよくわからない。そこで色

や影をつけて強鯛してみよう。厳も大切な｢結果｣の部分は白抜きにして

強調する。次に眼が行ってほしいところは、「ストリーミングが可能にす

ること｣の要約部分(真ん‘|'のｍである。ここも白抜きにして強綱する。

ただし、結果部分より目立ってしまってはいけないので、色を若':落と

す。さらに、矢印や表題に色をつけ、図形部分に影をつけると左の図2－

2-９のようになり、これで完成である。
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３ 図解の方法

浄図解とは

Ixl解とは、述べようと巡っていることを、似I形を細み合わせて炎現し

たものである。人'1tの情報を一｢Iでわかるようにするときに効染的であ

る。例えば、ジャーナリストの立花除氏は膨大な資料をわかりやすくす

るためにチャートや年表を多用しているＩＩｌｌＩｌ角栄氏の金脈を鵜いたと

きも、膨ﾉくな涜料からチ･ｖ－卜を作り、Ｉ,ｉｆにでも・11でわかるようにし

て世論を納得させた

図解とは具体的にどんなものを指すのか。『図解発想法』(洋泉社)の著

荷、西岡文彦氏によると、炎(テーブル)、似峻(グラフ)、｜･)<|式(チャート)、

似l柵(スコア)、解脱Ixl(イラスト）、地|､:<I(マップ)の６価噸である企lI1Ii

‘Iによく川いられるのは表(テーブル)、似|炎(グラフ)、ＩＸＩ式(チ･Ｙ－ｌ､）、

解説図(イラスト)であるが、図表(グラフ)はエクセルなどのソフトで作

成でき、解説IXl(イラスト）はプロに依加することが多いのでここでは除

外し、|､xl式(チ.1,-卜)の作成の||:〃を脱IﾘIしていくこととする。

さて、Ixl解の「･順を脱lﾘIしよう。

①述べようと思う全文を思い派かくる(ないしは令文を,Iドいてみる。

最,初のうちは多少めんどうでも全文を書いてみることを勧める。

前章の作父のアウトフレームも参照されたい）

②その幻;fのＮＩＩ造を分析する‘・倫体はII1iMlの文lWtにまとめられるか、

その得々のⅢ係はどうなっているか、を号える‘

③その関係を側や矢印を使って炎塊する。

④さらに佃々の文康ごとに、その間係を考える

⑤その納果を側や欠印、汰釈によって炎現する

それではまた、先のﾉk宰治の文厳を使ってI'xl解してみようIxl形化と

の連いを実感しながら理解してほしい！
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太宰治への読書行動のモデルを作成してみた。このモデルは大き

く３つの装置、「人間失格｣を読む気にさせるくトライアル装瞳>、太

宰の他の作品を読みたくさせるくリピート誘導装置>、太宰の作品を
全て網羅したくなるくリピート装置>から成る。【１】

まずはトライアル装置。思春期を迎えた若者、特に早熟な連中が

同世代の既読者の口コミやうわさで｢人間失格｣を読む。そこで強い

影響を受けて、周りの仲間に推奨する。これが何世代にも渡ること

により口コミやうわさが定蒲し、思春期になると｢人間失格｣へのト
ライアルがかかるようになる⑥［２１

次はリピート誘導装置。推奨された人間は、今までに出会ったこ

とのない分かりやすい口調で退廃と挫折を語りかけてくる太宰にど

っぷりハマる。まるで自分のためだけに話し掛けてくるような太宰

に強い紳を感じてしまう。そして他の作品も読みたくなってしまう。
つまり、「人間失格｣という作品よりもそれを書いた太宰治という人
間自体に魅力を感じてしまうのだ。【３】

最後はリピート装置である。何冊か太宰作品を読破すると、周り

に太宰シンパと言われる人や太宰を本格的に研究している人が現わ
れる。そこで太宰、および太宰作品についてお互いに感想や意見を

述べ合うことになる。これらの人たちを広く太宰ファンと呼ぼうと

思うが、彼らの意見は不思識と一致する。これは太宰という作者を

起点として作品を論じるからである。そして、この会話を通じて自
分がまだ知らない太宰作品を知ることになる。そうするとその作品

が読みたくてしょうがなくなる。この繰り返しで、あらゆるタイプ

の太宰の作品を読破することになるのである。【４】

先に述べたとおり、この丈'f;fは４つに分かれる、【ｌ】が文lWt全体の方
針を述べる部分であり、【２１【３】【４】はその符論となっているまずは

第２軍相手を瞬時に納褐させる｢図解｣の技術６５



（１）の幻itを似Ｉ解する

太宰治への読醤行動のモデルを作成してみた。このモデルは大き

く３つの装置、「人間失格｣を読む気にさせるくトライアル装置>、太

宰の他の作品を読みたくさせるくリピート誘導装置>、太宰の作品を

全て網羅したくなるくリピート装置>から成る。【１】

この部分と全体から３つの装間の関係づけがわかる。つまり、太宰を

読む人たちは、「トライアル装置｣から「リピート誘導装置｣に進み、さら

に｢リピート装置｣に進んでいくのである。これはトライアル装侭をいち

ばんﾉ!;に縦くと、Ｉｉ隣がリピート誘導焚悩、そのｲi隣がリピート装脳と

なるまた文蹴全体から、リピート装悩の人たちがトライアル装置の人

たちに強い彩禅をいえていることが読み取れる。これらの流れを図解し

たものがドの図２－３－１である。

Ixl形化と述い、側解は史噸のＩﾉ僻を理解して、その内秤にしたがって

図傍２．３－１》「図解｣ステップ１

！
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閃形や矢|;|j、注釈を組み合わせて表呪するこれには刺造性が’必要とさ

れるので、側形化よりはむずかしい作堆といえる。さらに【２】の部分を
図解してみよう灸

まずはトライアル装置。思春期を迎えた若者、特に早熟な連中が

同世代の既読者の口コミやうわさで｢人間失格｣を読む。そこで強い

影響を受けて、周りの仲間に推奨する。これが何世代にも漉ること

により口コミやうわさが定着し、思春期になると｢人間失格|へのト

ライアルがかかるようになる。【２】

文通を解釈すると、忠糾Ulを迎えた杵背がIIilIIt代の肌統肖から強い惟

奨を受けるということと、同世代の鵬流行白体が口コミやうわさに影稗
を受けるという２つの流れが読み取れる。｜iii盲は｢同'1t代の脈読者｣→強

い惟躯→｢忠作期を迎えたハ:．尚｣ということであり、後荷は｢'１ゴミ／うわ

さ｣→｢|IillII:代の肌統制ということであるこれを例解すると図２－３－２

1,図傍２．３．２】｢図解｣ステップ２

Ｉ

口コミ/うわさ

思容期を迎えた若者

画lコミ／うわさ

トライアル装置

<人間失格＞

』

崖

ビート誘導装 １１ リピート装週
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のように表現できる

まず、「思春期を迎えた読者｣を叫角で炎現し、それを｢同世代の既読

者｣という怖''1ではさみうちにするさらに影響を与えるという慰味の欠

印を引き、そこに｢強い推奨｣という注釈を入れる。次に、リピート焚澗

からくる矢印を｢|IilIll:代の眺流尚｣に向け、影響をIj､える微を表現する．

|:とド、111'j〃に欠印をつけたのは、さまざまな影禅を更けるということ

を表現したいためであるさらに｢口コミ／うわさ｣の沈釈を|：ドともに

つけた，妓後に、ここで,挑まれる対象である｢人間失格｣をトライアル装

置のドに11FきⅢえた‘

続いて【３１のところも似I解しよう。

次はリピート誘導装置。推奨された人間は、今までに出会ったこ

とのない分かりやすい口調で退廃と挫折を語りかけてくる太宰にど

っぷりハマる。まるで自分のためだけに話し掛けてくるような太宰

に強い紳を感じてしまう。そして他の作品も読みたくなってしまう。

つまり、「人間失格｣という作品よりもそれを書いた太宰治という人

間自体に魅力を感じてしまうのだ。【３】

ここはiii純だＩ椛尚は作尚である太'彩と倣い緋を感じるということを

炎現すればいい．「緋というＩｉ,雌を使えば、他の修飾,濡句を尚いても慰

味は通じる(図２－３－３参照)”

具体的には｢読者｣と｢作者(太宰)｣を阿角で表現して、緋を感じるとい

うことを表現するために、ＩＩ１ｌｊ矢印で結んだ同時に、２人のIIWWiMを炎

呪するために点線で州んだそこに｢強い紳｣の注釈を入れて、リピート

誘導装潰のドに、縦,１Ｗ難である｢太宰の人間失格以外の作品｣を‘'｝き加

えた､，

そして雌後に【４１のところをIXl解する．

最後はリピート装置である。何冊か太宰作品を読破すると、周り

に太宰シンパと言われる人や太宰を本格的に研究している人が現わ

れる。そこで太宰、および太宰作品についてお互いに感想や意見を
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述べ合うことになる。これらの人たちを広く太宰ファンと呼ぼうと

思うが、彼らの意見は不思議と一致する。これは太宰という作者を

起点として作品を論じるからである。そして、この会話を通じて自
分がまだ知らない太宰作品を知ることになる。そうするとその作品

が読みたくてしょうがなくなる。この繰り返しで、あらゆるタイプ

の太宰の作品を読破することになるのである。【４】

ここは少し恵訳が必要である．太宰の統肯となった人がさらに進化す

るそれを｢他の『太宰｣末統制と表現したこれは人間失格を読み、さ

らにﾉk'瀧作,!i,'1の(j､名どころ(『斜陽』や『,これメロス』など)を縦んだ後、そ
れ以外の作'1,11,にも典Ⅱｲ《をlつ人の慰味である‘この人たちが｢ﾉk'､階シン

ハ｣や｢太宰Ⅲ究脅｣に出会うことになり、イ《思議な葱兄の一致を感じなが
ら、自分も｢太宰ファン｣の深みにはまっていく。これを図解したのが次
ページの図２－３－４である。

｢他の｢太宰j未読者｣をlllljiIで炎呪して、｜:に｢太宰シンパ｣、ドに｢太宰

■

|図>2戸３－３１｢図解｣ステップａ

コミ／うね

国|コミ／うわさ

さ

●●●■●●●●●●●■●●由

/'喧雪、、
』し強い推奨：

。
。
０
．
４
－
．
．

』

●
診
↑
沖
や
●
魂

１
１

思春期を迎えた若者

<太宰の人間失格以外の作品〉

下

リピート装置

第２軍('相手を瞬時に納得させる｢図解｣の技術６９

l

n-･‐

<人間失格〉

リピート装リピート誘導装圃トライアル装画



同

図＞２．３．４）「図解｣ステップ４

Ｂ

●●●●●■凸凸■●◆●●｡

ロコミノうわさ

口司三／うわさ

､●■●■■ご■■●｡●●●●Ｖ

■
●
●
色

に

ビート装

Ｉ思春期を迎えた若者

．
』

壷

一

雪

国
１

<人間失格〉

り

＊図解のケース･スタディ

もう１つ文厳の例解をしてみよう。まずは次の文iWtを統んでほしい。

トライアル装置

研究者｣を楕円で表現する。加えて｢他の『太宰｣未読昔｣から｢太宰シンパ」

へ、また｢他の『太宰』未読荷｣から｢太宰研究制へ欠印を引き、その両方

に｢より深い太宰読者に｣の注釈をつける。そしてそれら全体を似l形でお

おって｢広く太宰ファン｣のキャブションをつけた。これで完成である。

<太宰の人間失格以外の作品〉〈太宰のさまざまな作品〉

今回のＡ商品は受け手の使い勝手を高めるために、大きく４つの

取り組みをしている。

まずは商品上の特徴を説明しよう。Ａ商品を提供するＡ社は年賀

状ソフトだけでなく、デジタルカメラやプリンターの分野でも優れ

た商品を持っている。今回はこれらのノウハウを全てＡ商品に傾注

している。具体的に言えば、デジタルカメラの映像を使う年賀状が

増えたことに着眼して、その取り込みを簡単にすることはもちろん、

班０

リピート誘導装画



高品質の画像を再生することも可能にした。また、自宅のプリンタ

ーで印刷する傾向の高まりを受けて、プリンター各社との連携を図

ることにより、より高いレベルでのアウトプットを可能とした。こ

れにより、ポストカードレベルのアウトプット品質が実現すること

となった。【１】

次に専門店とのコラポレーションを説明する。これは写真専門店

やコンビニエンスストアと連携することによって、Ａ商品からイン

ターネットを通じて注文した商品が、これらの専門店で受け取れる

ことを意味する。具体的には、Ａ商品で作成した宛名やデザインの

データはインターネットを通して、各専門店の印刷担当部署に送ら

れる。ここで、送付されたデータに基づいて印刷を完了し、その後、

注文者にいちばん近い専門店に配送する。到着の知らせを受けた注

文者はこの最寄りの店舗に行き、代金と引き換えに印刷された年賀

状を受け取るのである。【２】

次はＢ社とのコラボレーションである。これは今述べた流れをさ

らに発展させ、インターネットで注文すれば、課金、印刷、投函ま

でを全てやってくれることを意味する。具体的には、Ａ商品で作成

した宛名やデザインのデータをＢ社に送る。これはＡ商品のパソコ

ン画面に設置したボタンを押すだけで接続され、送ることができる。

さらに、ここで希望の枚数、課金さえ済ませれば、Ｂ社が印刷、投

函を代行してくれる。もちろん官製年賀状であるから、自分で官製

年賀状を買う必要もない。【３】

最後にＣ社とのコラボレーションである。Ｃ社はコンテンツをダ

ウンロードする技術を持った会社であり、ここと連携することで、

年賀状を作成するうえで、自分が欲しいと思うコンテンツを気軽に

ダウンロードすることができる。もちろんインターネット上で課金

も済ますことができるのだから便利である。【４】

と、これだけの分{1tである。これを例解すれば、次ページの図2-3-５

のように簡単に炎呪できる。おまけに似lで説明されたほうが内容をイメ

ージしやすいし、理解もしやすい．

第２軍《》相手を瞬時に納得させる｢図解｣の技術７１



さて個々に同解の仕方を説lﾘjしていこう

まずは【ｌ】ここの似|解はいたってシンプル「A商品｣を怖''1で炎現し

て、そこに｢デジカメ」と｢プリンター｣と,Iいた桁111を線で結んだだけ‐

とはいえ、これだけでＡ商品にデジカメとプリンターのノウハウを傾注

したのが一発でわかるだろうこれに｢Ａｌ:|:の(iするデジカメ、およびプ

リンターソフトの技術を駆使して、ボス|､カードＡｌｌｉ侭の年ｆｌ(状が作れる

までのレベルを進成するつまり、ｌ'|分のデジカメとプリンターを使っ

て年餌状を作っても弊ｌ１Ｗｉのそれに負けないくらいの品盟となる｣という

注釈をつけた。これだけで|･分であろう(図２－３－６参照)。

【２】に関してはもっとシンプルである『「専門店｣という州11をi１$いて、

Al1WllⅢHから送|､１．を,ー ﾘー 線、受けＦからの受け取りを,す線を加えただけで

あるこれに｢'ゲ奥vjil11IﾙIi、コンビニとの巡桃によ()、クオリテイの,闘い

年賀状を作ることができる雌寄りのｊ11洲|iで受け取ることができるので

便利である｣という派釈をつけるこれで【２】の脱明文;１tみに理解できる
(図２－３－７参照）

|図傍23.5）Ａ商品の送り手と受け手の関係

【送り手Ｉ |受け手】
２

鏑'■

一

■.

－ 一

1Ａ社の有するデジカメ、およびプリンターソフトの技制'】を駆使して．ポストカード品質の年賀状が作れ
るまでのレベルを達成する。つまり、自分のデジカメとプノンタセ使って剣.賀状を代っても専門店の
そ打に負け心いくらいの晶質となる．

2写貝Ｗ''9店．コンビとの迩携により、クオリテイの周い軒賀咲な作ることがでぎる殿寄りの座鯛で
受け取る～とびできるので盤刈である。

3Ｂ社と連携し、ボタンひとつで浅又．風会．印刷、喚函よでしてくｲ1る、究種のワーヒスか察現する。
３Ａ商品のパソコン亘云から直掻C辻につながり、政しいコンテンツをダウンロードで琶貢ろよ弓二京為．
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図伊2P３．６〕Ａ商品の送り手と受け手の関係〈ステップ１〉

【送り手Ｉ 1受け手１

－－

一一市~‐
一一 群

－一

1Ａ社の御するデジカメ、およびプリンターソフトの妓徳を胆鯉して．ポストカード晶質の年賀状が排油
るまでのレベル極達脱する。つまり、自分のデジカメとプリンタ種仙って年賀状七作っても専門店の
それに画けないくらいの品貿となる。

i図し2"３－７９Ａ商品の送り手と受け手の関係〈ステップ２〉

【送り手】
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|受け手Ｉ

F可

邑己

■

l)Ａ社の符するデジカメ、およびプリンターソフトの技術を駆使して．ポストカード品間の年賀状が作ｲ'１
るまでのレベルを適成する。つまり、自分のデジジコメとプリンターjWr使って年賀状j(鈍っても専門店の
それに此けぶいくらいの晶間と芯る．

2写真卯１，ﾘ厨・コンビーとのi1lI暁により、クオＪアイの高い蹄買状渥1ることびで竃る最滞りの店緬で
受け取ることができるので側川である昼

第２車，相手を瞬時に納得させる｢図解｣の技術フ３



【送り手】

図ｐ２．３．８》Ａ商品の送り手と受け手の関係〈ステップ３)

|受け手）

【送り手１ 【受け手Ｉ
Ｆ
Ｆ

Ｉ

|図傍２．３．９）Ａ商品の送り手と受け手の関係<ステップ４〉
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1,Ａ社のｲjするデジカメ・齢よびプリンターソフトの捜締を岨便して、ポスト刀一ド品質の年賀択が作、
るゐkでのレペルを通厩する。つまり、自分のデジカメとプリンターを便って年賀状を作って己専門店の
それに負けなｖ１くらいの品質となる。

2写真専門店、コンビニとの連携により．クオリテイの高い年賀状をﾙ戻るここができるａ最寄りの店調で
受け取ることができるので便鼎I｣である。

3Ｂ社と叩＃§し.ポﾀﾝひとつで注文.郡余､印刷､投函までしてくｲ･Ｉる､究極のｻｰピｽが実現する。

①Ａ社の有するデジカメ．およびプリンターソフトの技術を駆便して、ポストカード品質の年賀状が作れ
る緋でのレベル渥述庇する。つまり、自分のデジカメとプリンターを使って年賀状を作っても専門店の
それに負け雁いくらいの品倒となる。

'２>・啄興塀''1j店、コンピーとの迎携により、クオリテイの高い年賀状を作ることができる。愚謝りの暦師で
受け取ることができるので(岬｣である．

･iJB牡と迎鵬し、ボタンひとつで注文．課金印同．換函までしてくれる、究璽のサービスが実現する。
④A商品のパソコン画面から直接C社につながり、欲しいコンテンツをダヮンロードで買えるように荘る．
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【３】がいちばんIxl解のメリットが実感できるのではないだろうか何

しろ、「Ｂ社｣を附''1で炎現して、その先に｢郵便局｣を,lくすマークを炎現

し、Ａ商船とＢ社、邸Ｉｌｌｉマークを矢印で結んだだけなのだから“とはい

え、これだけで卜分に怠昧は通じる。「Ｂ社と連柵し、ボタンひとつで注

文、課金、印1iIIll、投伽までしてくれる、究極のサービスが'ﾉﾐ呪する｣の．

文を派1,1.すれば、それですべて叩解できるだろう(図２－３－８参!!(1)。

【.'】も｢Ｃ社｣という梢''1の似i形とＡ商ｉｌ１ＩＩ１とのやI)とりを,すﾉ((〃向の

線を蒔いただけである。これに｢A商Aｌ'1のパソコンIliIMiから'111:擬Ｃ社につ

ながり、欲しいコンテンツをダウンロードで買えるようになる｣の注釈を

加えるだけである(図２－３－９参照）

一兇繊維で、災現するのがむずかしそうなこのIxI解も、こうやって分

解すれば誰にでも,lけることがおわかりいただけるだろう

第２章．相手を瞬時に納得させる｢図解｣の技術７５



説得力が数倍になる
｢図解企画書｣の作り方
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班８

グ
ロ
■
■
。 図で｢企画書｣を作成する

前撤で紹介したI図解｣の方法はあくまで既侮のものを|､xIに要約して示

すというだけのものである似れた職略・企lIIIiを｢Ixl解企IIIIi1IF｣としてよ

り強くアピールできるものにするためには、ほかにもさまざまなI:犬を

凝らさなくてはならない。

蝦なぜ｢図解企画書｣なのか？

似れた発想をし、それをilikIIilfにまで尚めることができたとしても、そ

れを企|町苫にするのはむずかしいものである’'1分のいいたいことをす

べて網羅しようと思うと文字ばかりになってしまうまたそれを説明し

ようとすると、桐手は読めばわかるといわんばかりの態度で話を聞いて

くれない．〃、簡条,I}きにすると怠味がよくわからないといわれたり、

111Ｆが|‘1分の郁合のいいように解釈したりする。

呪j〃の人間はより詳しく,Ｉドかれたもののほうがありがたい。それに雑

づいて'隠隙に行動するのはr1分だからである。一方、トップは要点だけ

が瞬時にWIl断できる企I1IIilIのほうがいい。意思を決定することがトップ

のitlFだからだまたll1lIM柳''1職にはこれらのIl1lAlのような企''II階がい

い。要点とその簡単な説Iﾘ脈１１喫がi1$かれた企1山iliを望むからだへ

そうすると企両害はその川途に合わせて３つ必喫なことになってしま

う。とはいえ、忙しいビジネスマンに同じ案''1:で３つの企IlIIiilドを作れと

いうのは|lWiであろう。

このような｢悩み｣を‘受けてか、198()年代後半に｢似Ｉ解｣という蓄え方を

提（する人が出てきた。これは箇条書きを発歴させて、企凹舞を同解し、

そこに簡条『Ｉ滝の要素を加えて、理解度と説得力をｊＷそうという試みで

あった「ワンシート企lIIIilI｝｣の研僑悲行氏やI.'､xl解発想法jのI1Ii岡文彦氏
がこれにあたる。

そして、1990年代に人l）lllllの名著が出版され、｜刈解企lIIIiI1I;はピーク

を迎える。『チャート化とレイアウト』(浦l:ゼロックスI)椛進グループ、



コァデザインIiiIl作部細、’二１本経済新Ｉｉｌｉｌ:)がそれである。水’1は同形を使

ったチャートの作I)〃とレイアウトの||:〃をマニュアル化した'''1i川的な

ものであり、特定の人しかできなかったIxl解を縦にでもでぎるものとし

た。これをもって、1990年代はIXI解企1曲i書の全樵期となる。どの企両当

もチャート化され、IxI解や'ゲ典がふんだんに使われるようになった。

さらに、199()年代の､ドば、この流れ(ﾉ)総決1%l【として｢ハリーポイント｜

が篭場する。企III1i‘lとプレゼンテーシ･Iンを一体化し、IilIiにでも棚iiiに

企画書が作れ、プレゼンテーションを効果的なものとすることのできる

このソフトは火ヒットした。だが、さすがに最近はハワーポイントも食

傷ぎみの感があるiMfもが同?〔の企IIi1i1I｝が作れるようになったのはよか

ったが、どれもこれもIIi1じょうなも(ﾉ)になり、逆に|M1性がなくなってし

まったのだい

またパワーポイントはプレゼンテーダーのペースで論が進められるの

で、受け手側が後ノパリすることができない企l山jlWの利点は後戻りした

り、呪A【のページを1,,lたりして、ｆ:体が蝿解できるところにあるが、ハ

ワーポイントはこれができないため、怠外に受けｆの珊解庇が低いこと

がわかってきた。そして現/E、また似Ｉ解企画勢に灰る助きが出てきてい

る。似I解企IIIIilIは、プレゼンテーターにも'蚤け手にもすばらしい効果が

あることが11i認縦されてざたのだ

＊ダイヤグラム表現法とは？

さてこの流れを受けて、側解企IIIIilIドをさらにマニュアル化し、誰にで

も使いやすくしたのが'Ｗｆの提1W)する「ダイヤグラム炎呪法｣である。

チ･v-l､というのはI‘IlII座が,Wiいのはいいが、初心什にとってはどの

ようにチャート化していいのかがわからないという|川迦もある，フロー

チャートらしきものを作ってはみたが、ちっとも流れていない(フローし

ていない)ということがよくあるこうしたことをなくすために、ダイヤ

グラム炎呪法では２つの脈MIlを作った

１つは似l形と欠'１１のみの組み合わせから、あらかじめ作られたフォー

マットを川いること。将来的にはI'|分の好きなようにチャート化すれば

よいと思うが、岐初は決められたフォーマットにしたがったほうが身に

第３童脱桐力が数倍になる｢図解企画盤｣の作り方７９



つくのが早い。

もう１つは企画の流れもあらかじめ決めておくことである。本来、企

画の流れも自111度が,闘いもので、企l山j者の論理櫛築の妙が発揮されると

ころである。が、岐初のうちは基本的な企画構成の順序にしたがったほ

うが、どのように繍理を構成していけばよいのかがわかりやすい。

このダイヤグラム炎呪法の説Iﾘlをこの第３章と次の第４歳で行う。ま

ずここでは自分の意見をまとめるためのlXl形化、例解を税明していくこ

とにしよう。自分の意見をまとめる方法として、並列、帰納、展開、マ

トリックスという４つの方法をご紹介する｡
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